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密集市街地における接道部緑化と建築年代及び形態の関係 

 －東京都文京区根津地区の鉢植えを対象に－ 

Spatial analysis of pot gardens on alleys and their architectural environment in Nezu district, Tokyo 
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Pot gardens on alleys are important for maintaining fine townscapes in densely populated areas where green spaces 
are limited.  Those areas often experience transformations in architectural environment under current disaster 
prevention measures, which include widening narrow alleys and rebuilding of old wooden buildings and may 
significantly affect available spaces for pot gardens.  We surveyed the numbers of pots and surrounding building 
types in Nezu, Tokyo, and analyzed their relationship to inform urban planning measures to balance greening and 
disaster prevention.  We found that the pots tends to be located in specific places, including not too much narrow 
alleys, lack of fence which divides street and building site.  We also found that both the oldest and latest generations 
of buildings have clustered pots. 
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1.	 	 研究の目的  
わが国のいくつかの密集市街地においてはまとまりをもった

緑地が少なく、良好な景観形成のための緑化手段として、道路と

建築物の境界接道部における、鉢植えによる緑化の継承が望まれ

ている。他方で密集市街地では地震や火災による甚大な被害が予

想されるため、防災の観点から、建て替え時の耐火建築物化や道

路の拡幅が進められている。こうした市街地更新は接道部形態や

建築物類型などの物理的環境の変更を通じて鉢植えの設置条件

に影響を与える可能性があり、景観形成と防災を調和的に進める

計画論が求められている。 

既往の研究では道路端と建築物壁面の間の段の部分に鉢植え

が置かれる場合が多く 1)2)、庭の有無や段の部分を取り巻く道路

幅が植物の配置に関係している 3)4)ことが明らかになっているが、

建築物を含めた地区の物理的環境全体が鉢植えの設置に与える

影響は十分に明らかでない。段の部分の幅や用途は周辺の道路や

建築物の形状・用途に影響を受けることが予想され、かつ、景観

形成には物理的環境全体の調整が重要とされることから、こうし

た道路から建築物に至る様々な物理的要素が鉢植えの設置に与

える影響を検討することは重要である。また、これまでの都市部

の地方公共団体による景観計画の検討においても、密集市街地に

おける鉢植えの重要性が言及されてきたが、鉢植えの設置を促す

ような道路や建築物の形態的特徴は明示されてこなかった。 
以上をふまえて、本研究では接道部の鉢植えの設置状況と接

道部形態及び建築物類型との関係を分析した。鉢植えの設置につ

ながる具体的な物理的要因を明らかにすることで、密集市街地の

景観形成に関する基礎的知見を得ることを目的とした。 

2. 	 対象地および手法 
2-1. 	 対象地の選定 

密集市街地かつ景観形成にかかわる緑に鉢植えが多くの割合

を占めている地区として、東京都文京区根津二丁目 11.5ha のう
ち、建築物が特に密集する 6.4ha を対象地とした。（図-1）

 
【図-1】文京区根津地区の対象地位置図 
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根津二丁目の 2014年 12月時点での住民基本台帳人口は 3723

人、世帯数は2156であり、近年は人口も世帯数も増加している。
同地区の北部では用途地域は近隣商業地域、建蔽率は 80％であ

り、南部では第一種住居地域、60％の建蔽率である。オープンス

ペースが少なく細街路が入り組む木造住宅密集地帯で防災性に

懸念があるため 5)、文京区の当地区周辺のまちづくり計画 6)には

防災性を確保する観点が取り込まれている。一方で同地区ではま

とまった広がりをもつみどりに乏しいものの 7)住民による園芸

活動が盛んであり、路地と呼ばれる細街路の接道部には鉢植えが

多数存在し、特徴的な緑の景観を構成している。まちづくり計画
6)でも景観形成の観点において、接道部の花木・鉢植えなどが保

全・育成すべきまちの共有の緑として位置づけられている。以上

から本研究にふさわしい対象地と考えられた。 
2-2. 	 鉢植え個数及び接道部形態の把握調査	 

対象地内の道路に接する全ての建築物を対象に、接道部の鉢植

えの個数と位置、塀の有無、駐車場の有無、植栽（庭や植栽枡）

の有無、細街路拡幅整備の有無、道路端から建物壁面までの距離

（以下「段幅」）、道路幅を現地調査により記録した（道路幅につ

いては道路台帳(注1も参考とした)。接道部の位置は、段上、道路

上、地上に接していないものの3つで区分した。調査は2014年

6月～12月までの計20日間行った。調査時期による鉢植え個数
の大きな変動はなかった。 

 
【図-2】接道部形態に関する調査項目	 	 

2-3．	 建築物類型の把握 

鉢植えの設置との関係が想定される建築物類型として、建物用

途と建築年代を把握した。建物用途は現地調査と住宅地図(注 2よ

り戸建住宅、集合住宅、店舗、その他の4種類に類型化した。建

築年代は1963、1979、1992、2009年に撮影された国土地理院発
行の空中写真を用いて、屋根の形態の変化から 1963 年以前、

1964-1979年、1980-1992年、1993年以降の4つに類型化した。 

2-4．	 解析 
鉢植え個数と接道部形態及び建築物類型との関係を明らかに

するために、これらの変数間の関係についてのクロス集計及び検

定を行った。分析にあたっては工事中や空き地を除いた595箇所

のデータを用いた。検定にはMann WhitneyのU検定及びその多

重比較（Bonferroni法）を用いた。 
また、鉢植えのある建築物が空間的に集中しているか否かを明

らかにするために、鉢植えの個数とその位置を対象として

Moran’s Iによる空間的自己相関分析を行った。空間的範囲の閾
値は 5mから 50mまで 5mおきに設定した。これらの分析には

R2.15.2およびArc GIS 10.1と国土地理院発行の数値地図（国土

基本情報）を使用した。 
 

3．	 結果 

3-1.	 	 鉢植えの設置状況とその空間的集中 
分析対象とした595箇所の建築物前の接道部空間のうち、鉢植

えが確認されたのは277箇所（46.6％）であり、設置個所におけ

る平均個数は9.4個だった。 
鉢植え設置個所と段幅、道路幅の関係を見ると段幅が主に

0.3mから 0.5m（全 233箇所のうち鉢植え設置 135箇所）、道路
幅が 3mから 4.5m（全 238箇所のうち鉢植え設置 124箇所）で

鉢植え設置が多く観察された。（図-4）段幅が0.2m以下（全165

箇所のうち鉢植え設置 37箇所）、道路幅が 1.5m以下（全 51箇
所のうち鉢植え設置12箇所）では、鉢植えが置かれていない割

合が高かった。（図-5） 

鉢植え個数の空間的自己相関については、設定した閾値の距離

の中で も近い5mの空間的範囲で も相関が強く、空間的範囲

が広がるにつれて相関が低下していく傾向が見られた。（表-1） 

 
【図-3】鉢植え個数の分布	 

 

【図-4】道路幅ごとの鉢植え観測個数	 
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【図-5】段幅ごとの鉢植え観測個数	 

	 

【表-1】空間的自己相関の結果	 

 
 

3-2.	 	 建築年代の分布 
建築物の建築年代は図-6 のようになった。様々な年代の建築

物がまばらに分布しているが、幹線道路沿いでは規模が大きく新

しい建築物が多く、地区の内側では規模が小さく古い建築物が多

い傾向が見られた。 
【図-6】建築年代の分布 

 

3-3.	 	 鉢植えと接道部形態・建築物類型の関係 
接道部形態のうち、鉢植えの個数と有意に関係が見られた接道

部形態は塀の有無と植栽の有無のみであり（p<0.05）、塀がある

建築物前あるいは植栽のある建築物前で鉢植えの個数が減る傾

向が見られた。それ以外の変数では有意な傾向は見られなかった

が、駐車場を持つ建築物前あるいは細街路拡幅がなされた建築物

前で鉢植えの個数が減る傾向が見られた。（図-7） 
鉢植えの個数と建築年代および建物用途の間では有意な関係

は見られなかった。年代別に鉢植えが設置されていた建築物の数

をみると、 も古い1963年以前と1992年以降で設置率が高かっ
た。前者では 131箇所中 67箇所（51.1％）であり、設置されて

いた場合の平均個数は10.2個だった。後者では132箇所中71箇

所（53.8％）であり、設置されていた場合の平均個数は 8.6個だ

った。（図-8） 

【図-7】接道部の各要素の有無と鉢植え個数との関係	 

	 

 
【図-8】建築年代と個数別鉢植え観測個数 

 
建物用途ごとの鉢植え設置箇所数と設置されている場合の平

均鉢植え個数をみると、戸建住宅で387箇所中184箇所および平
均9.6個、集合住宅で109箇所中46箇所および平均10.1個、店

舗で107箇所中62箇所および平均8.6個であった。（図-9） 

接道部形態及び建築物類型の変数間の関係性を見ると、塀があ

る場合に段幅が小さくなること、塀の、植栽の有無と建物用途が

相互に関連する傾向が認められた。また、建築年代が新しくなる

につれて駐車場設置率、植栽設置率、段幅が増加する傾向が見ら

れた。 

 

【図-9】建物用途と個数別鉢植え観測数 

 

塀	 	 	 駐車場	 	 	 	 	 	 植栽	 	 細街路拡幅	 

- 194 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.14, 2015 年 11 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.14, November, 2015 

 

 

 

4. 	 考察 

鉢植えの設置状況と接道部形態および建築物類型との分析の

結果、箇所によって設置の有無や個数には差があり、そこでの建

築物に関わる多様な要素（塀、植栽、建物用途など）が鉢植えの

設置に影響していることが示唆された。また、鉢植えの個数に関

する根津地区内での敷地単位での空間的自己相関の結果からは、

鉢植えがまとまりをもって置かれる傾向を示していた。このこと

は鉢植え設置を促す要因がかたまりを持っていることや住民間

の交流によって鉢植えに関わる園芸文化が担われている可能性

を示唆していた。 
接道部形態のうち、塀と植栽はいずれも鉢植えの設置に負の

影響を与えていたが、塀と植栽はどちらか一方が選択される傾向

があった。このことから、景観向上に寄与する緑化の促進という

観点からは、鉢植えに準ずるものとして接道部の植栽を推奨して

いくことも重要となると考えられた。加えて、建物用途がこれら

の要素と関連していたことから、建物用途ごとの具体的な鉢植え

及び植栽形態を提案していくことが今後の景観計画の検討課題

になると考えられた。 
塀や植栽以外の接道部形態要素の中では、段幅や道路幅が小

さい狭小な路地空間において、鉢植えの設置割合が低下する傾向

が見られ、一定の段幅や道路幅を維持することが鉢植え設置を促

すために重要であると示唆された。防災性を高めるまちづくり計

画では避難路の確保や延焼防止のために道路幅や建築物前の空

地を確保することが提案されているが、この観点からは鉢植え設

置による景観形成を阻害するものではないと考えられた。なお，

水上 4)は京都市において道路幅が狭いほど鉢植えが多くなるこ

とを報告していたが，本研究の根津地区の結果は異なる傾向を示

していた。この点については，今後，他の地域も含めた比較研究

が求められよう。 
鉢植えの設置と建築用途の関係性についての分析の結果、集

合住宅よりも戸建住宅、そして店舗ではさらに鉢植え設置が多く

なっていた。既往の研究では戸建住宅での緑化割合が高いことが

言われていたが 89、鉢植えは従来接道部緑化として捉えられてき

た生垣などの要素と位置づけが異なっていると考えられた。また、

建築年代に関する分析の結果、1963年以前と1992年以降の双方

で他の時期に比較して鉢植えが設置される割合が高くなる傾向

が見られた。特に1992年以降で鉢植えが多く設置されていたこ
とは、景観の継承という観点から重要な知見であると考えられた。

新しい年代の建築物で段幅と道路幅が広くなり、設置する空間が

担保されていることがこの背景にあると推測された。 
 

5.	 おわりに 
本研究によって密集市街地の様々な接道部形態や建築物類型

が鉢植えの設置に影響していることが示され、当該地域で防災を

担保しつつ景観も優れたまちづくりを物理環境的に検討するに

あたっての基礎的知見を得られた。このことは、密集市街地にお

ける建築や道路形態の変更にあたって鉢植えなどによる接道部

緑化への影響を考慮する必要性を示唆している。本研究では物理

的環境の側面に限定して接道部緑化の成立要因を検討したが、今

後は、本研究の結果が示唆しているような隣接建築物間で同時に

鉢植えが置かれる現象をよりよく理解するために、住民が鉢植え

設置行動を起こす背景にある心理学的側面の検討が必要である。

その上で、密集市街地の物理的環境全体のマネジメントのために、

鉢植え以外の要素も含めた総合的な景観評価の展開が望まれる。 
 

補注 

(1) 道路台帳は文京区役所土木部作成のものを使用した。 
http://www.city.bunkyo.lg.jp/library/sosiki_busyo/dokan/tikei/bunind

ex.pdf (2014.8.31閲覧) 
(2) 住宅地図はゼンリン(2012)「ゼンリン住宅地図	 東京都文京

区」を使用した。  
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